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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所定の屈折率ｎの材料からなる凹凸パターン層を有する光制御フィルムであって、
　前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンに
よって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の、前記基準面に対する傾き
の絶対値の平均（θａｖｅ（度））が、実質的にすべての断面について、（７８－３４ｎ
）度以上、（１１８－３４ｎ）度以下であることを特徴とする光制御フィルム。
【請求項２】
　請求項１記載の光制御フィルムであって、
　断面曲線を含む断面の向きの相違による前記傾きの絶対値の平均の差が、３０度以内で
あることを特徴とする光制御フィルム。
【請求項３】
　凹凸パターンを有する光制御フィルムであって、
　前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンに
よって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の、前記基準面に対する傾き
の絶対値の平均（θａｖｅ（度））と、前記基準面と断面との交差部によって画定される
直線の長さ（Ｌ１）に対する前記断面曲線の長さ（Ｌ２）の比（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１）が、
実質的にすべての断面について、次式（１）又は（２）を満たすことを特徴とする光制御
フィルム。
　θａｖｅ÷Ｌｒ≧２０　…（１）
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　２５≦θａｖｅ×Ｌｒ≦６０　…（２）
【請求項４】
　所定の屈折率ｎの材料からなる凹凸パターン層を有する光制御フィルムであって、
　前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンに
よって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の、前記基準面に対する傾き
の絶対値の平均（θａｖｅ（度））と、前記基準面と断面との交差部によって画定される
直線の長さ（Ｌ１）に対する前記断面曲線の長さ（Ｌ２）の比（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１）とが
、実質的にすべての断面について、次式（３）又は（４）を満たすことを特徴とする光制
御フィルム。
　θａｖｅ÷Ｌｒ×ｎ２　≧４０　…（３）
　５０≦θａｖｅ×Ｌｒ×ｎ２　≦１３５　…（４）
【請求項５】
　請求項１から４何れか１項記載の光制御フィルムであって、
　前記基準面に平行な任意の方向を第１の方向とし、前記基準面に平行で且つ前記第１の
方向と直交する方向を第２の方向としたとき、前記断面曲線の方向が前記第１の方向から
前記第２の方向に向かうにつれて、前記θａｖｅの値が漸次増加するように、前記凹凸パ
ターンが形成されていることを特徴とする光制御フィルム。
【請求項６】
　請求項５記載の光制御フィルムにおいて、
　バックライトに使用されることを想定した場合に、前記第１の方向が前記バックライト
に設置される光源の長手方向に対して平行な方向であり、前記第２の方向が前記光源の長
手方向に直交する方向であることを特徴とする光制御フィルム。
【請求項７】
　所定の屈折率ｎの材料からなる凹凸パターン層を有する光制御フィルムであって、
　前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンに
よって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の、前記基準面に対する傾き
の絶対値の平均（θａｖｅ（度））が、実質的にすべての断面について、（７８－３４ｎ
）度以上、（１１８－３４ｎ）度以下であり、
　前記基準面に平行な任意の方向を第１の方向とし、前記基準面に平行で且つ前記第１の
方向と直交する方向を第２の方向としたとき、前記断面曲線の方向が前記第１の方向から
前記第２の方向に向かうにつれて、前記θａｖｅの値が漸次増加するように、前記凹凸パ
ターンが形成されていることを特徴とする光制御フィルム。
【請求項８】
　凹凸パターンを有する光制御フィルムであって、
　前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンに
よって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の、前記基準面に対する傾き
の絶対値の平均（θａｖｅ（度））と、前記基準面と断面との交差部によって画定される
直線の長さ（Ｌ１）に対する前記断面曲線の長さ（Ｌ２）の比（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１）が、
実質的にすべての断面について、次式（１）又は（２）を満たし、かつ、
　前記基準面に平行な任意の方向を第１の方向とし、前記基準面に平行で且つ前記第１の
方向と直交する方向を第２の方向としたとき、前記断面曲線の方向が前記第１の方向から
前記第２の方向に向かうにつれて、前記θａｖｅの値が漸次増加するように、前記凹凸パ
ターンが形成されていることを特徴とする光制御フィルム。
　θａｖｅ÷Ｌｒ≧２０　…（１）
　２５≦θａｖｅ×Ｌｒ≦６０　…（２）
【請求項９】
　所定の屈折率ｎの材料からなる凹凸パターン層を有する光制御フィルムであって、
　前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンに
よって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の、前記基準面に対する傾き
の絶対値の平均（θａｖｅ（度））と、前記基準面と断面との交差部によって画定される
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直線の長さ（Ｌ１）に対する前記断面曲線の長さ（Ｌ２）の比（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１）とが
、実質的にすべての断面について、次式（３）又は（４）を満たし、かつ、
　前記基準面に平行な任意の方向を第１の方向とし、前記基準面に平行で且つ前記第１の
方向と直交する方向を第２の方向としたとき、前記断面曲線の方向が前記第１の方向から
前記第２の方向に向かうにつれて、前記θａｖｅの値が漸次増加するように、前記凹凸パ
ターンが形成されていることを特徴とする光制御フィルム。
　θａｖｅ÷Ｌｒ×ｎ２　≧４０　…（３）
　５０≦θａｖｅ×Ｌｒ×ｎ２　≦１３５　…（４）
【請求項１０】
　請求項１から９何れか１項記載の光制御フィルムであって、
　前記断面曲線の平均傾きが、フィルムの一端側から他端側に向かうにつれ漸増又は漸減
することを特徴とする光制御フィルム。
【請求項１１】
　請求項１から１０何れか１項記載の光制御フィルムであって、
　前記光制御フィルムはバックライトに使用され、前記バックライトの光源の長手方向と
略直交する断面にある断面曲線を一定の間隔で分割し、当該断面曲線の前記光源側の傾斜
面の、前記平均傾きの絶対値の平均を前記分割した間隔ごとに算出した場合に、当該傾き
の絶対値の平均が光源に近づくにつれて大きくなることを特徴とする光制御フィルム。
【請求項１２】
　請求項１から１０何れか１項記載の光制御フィルムであって、
　前記光制御フィルムはバックライトに使用され、かつ、前記バックライトの光源の長手
方向と略直交する断面にある断面曲線を一定の間隔で分割し、当該断面曲線の前記光源と
は反対側の傾斜面の、前記平均傾きの絶対値の平均を前記分割した間隔ごとに算出した場
合に、当該傾きの絶対値の平均が光源に近づくにつれて小さくなることを特徴とする光制
御フィルム。
【請求項１３】
　少なくとも一端部に光源が配置され、前記一端部に略直交する面を光出射面とする導光
板と、前記導光板の光出射面に配置される光制御フィルムとを備えたバックライト装置に
おいて、
　前記光制御フィルムは請求項１から１２何れか１項記載の光制御フィルムであるバック
ライト装置。
【請求項１４】
　光制御フィルムは、請求項５記載の光制御フィルムであって、
　光源が配置される端部と平行な方向を第１の方向とするように配置されることを特徴と
する請求項１３記載のバックライト装置。
【請求項１５】
　光制御フィルムと、光制御フィルムの光出射面側とは反対側の面に、光拡散材及び光源
をこの順に備えたバックライトであって、
　前記光制御フィルムとして、請求項１から１２何れか１項記載の光制御フィルムを用い
たことを特徴とするバックライト。
【発明の詳細な説明】
【産業上の利用分野】
【０００１】
　この発明は、液晶ディスプレイ等のバックライトなどに用いる光制御用のフィルムとそ
れを用いたバックライトに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ等のバックライトとして、導光板の少なくとも一端部に光源を配置し
たエッジライト型のバックライトが広く使用されている。エッジライト型のバックライト
は、それ自身の厚みを薄くできるという利点があるが、光源が端部に存在するため、出射
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する光は正面から大きく傾いた成分を多く含み、高い正面輝度が得られにくい。従来のバ
ックライトでは正面輝度を向上するために、プリズムシート等の光学フィルムや光拡散フ
ィルムを複数枚組み合わせて使用し、出射光を正面に立ち上げている（例えば特開平８－
５５５０７号公報、特開２０００－３５２６０７号公報等）。
【０００３】
　しかし、このように光学フィルムを複数枚組み合わせて組み込んだバックライトでは、
薄型化、低コスト化に支障を生じていたほか、複数の光学フィルムを積層したことに起因
するニュートンリングの発生やフィルム同士の接触による傷の発生が問題となっている。
【０００４】
　一方、出射光の方向を制御するための光制御フィルムとしては、プリズムシートやレン
ズシートが広く使用されているが、これら光学フィルムは一般に高価であり、これに代わ
る光制御フィルムが開発されており、その表面形状や凹凸について種々の提案がなされて
いる。例えば、特開平４－１４６４０１号公報には、光拡散材と組み合わせて用いる規制
部材として、大小の鋸歯状部分を組み合わせた不規則な凹凸形状を有する部材が提案され
ている。また特開平５－１６０１５号公報には、半球形、円錐形或いはプリズム状など所
定形状の光学素子を所定のピッチで規則的に多数配置した光拡散シートが提案されている
。
【０００５】
　しかしプリズムシートやレンズシートを含む従来の光制御フィルムは、幾何光学に基づ
いた表面設計によって正面（フィルム面と直交する面）に出射する光の割合を多くするこ
とができるが、規則正しく配列する凸部に起因して干渉状パターンが現れやすく、またそ
れのみではぎらつき、見にくくなるという欠点がある。これを解消するためには、光拡散
シート等との併用が必要となり、それにより上述したフィルム積層の問題や、全体的な輝
度の低下という問題も生じる。
【０００６】
　また特開平４－１４６４０１号公報に記載された規制部材のように大小の鋸歯状部分を
組み合わせて不規則な凹凸形状とした場合には、輝度の向上やぎらつきの低減等の特性を
フィルム面内で均一にすることが容易ではない。
【０００７】
　そこで本発明は、単独で或いは少ない光学フィルムの使用で、確実に正面輝度の向上を
図ることができるとともに、適度の拡散性を備え、ぎらつきの問題のない光制御フィルム
を提供することを目的とする。また本発明は特性のばらつきのない光制御フィルムを提供
することを目的とする。
【発明の開示】
【０００８】
　上記目的を達成するため、本発明者は光制御フィルムの表面形状について、凹凸形状、
フィルム面（基準面）に対する傾き、凹凸の高さ、ピッチ等の表面形状を規定する種々の
要素について鋭意研究を行った結果、凹凸パターンのフィルム面に対する傾きを適切に制
御することにより、フィルムに入射した光を効率的にフィルムの正面方向（出射方向）に
立ち上げることができ、より少ない枚数の光学フィルムで正面輝度を向上させることがで
きることを見いだした。より具体的には、図１に示すように、フィルム面（凹凸パターン
が形成された面と反対側の面）に垂直な任意方向の断面１００を想定した場合に、その断
面の端部を画定する曲線（断面曲線）１０１の傾き（度）の絶対値の平均（θａｖｅ）が
所定の範囲にあるとき、優れた正面輝度が達成できることを見いだした。さらに、断面曲
線１０１の傾き（度）の絶対値の平均（θａｖｅ）を凹凸の傾きの指標とし、フィルム面
と断面との交差部で決まる直線１０２の長さ（Ｌ１）に対する断面曲線の長さ（Ｌ２）の
比（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１）を凹凸の高さの指標として用いることにより、正面輝度の変化と
の相関を表す特定の関係式で記述できること、そしてこの値が特定の範囲にあるときに優
れた正面輝度が達成できることを見いだし、本発明に至ったものである。
【０００９】
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　即ち、本発明の光制御フィルムは、凹凸パターンを有する光制御フィルムであって、前
記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンによっ
て画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の、前記基準面に対する傾きの絶
対値の平均（θａｖｅ（度））が、実質的にすべての断面について、２０度以上７５度以
下であることを特徴とするものである（以下、凹凸パターンの断面曲線の傾きについて、
２０≦θａｖｅ≦７５であることを条件１という）。
【００１０】
　また、本発明の光制御フィルムは、所定の屈折率ｎの材料からなる凹凸パターン層を有
する光制御フィルムであって、前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断
面について、凹凸パターンによって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）
の、前記基準面に対する傾きの絶対値の平均（θａｖｅ（度））が、実質的にすべての断
面について、（７８－３４ｎ）度以上、（１１８－３４ｎ）度以下であることを特徴とす
るものである（以下、凹凸パターンの断面曲線の傾きについて、（７８－３４ｎ）≦θａ
ｖｅ≦（１１８－３４ｎ）であることを条件２という）。
【００１１】
　本発明の光制御フィルムにおいて、好ましくは、上述のように定義される断面曲線の傾
きの絶対値の平均は、断面曲線を含む断面の向きの相違による差が、３０度以内である。
【００１２】
　さらに、本発明の光制御フィルムは、凹凸パターンを有する光制御フィルムであって、
前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンによ
って画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の傾きの絶対値の平均（θａｖ
ｅ（度））と、前記基準面と断面との交差部によって画定される直線の長さ（Ｌ１）に対
する前記断面曲線の長さ（Ｌ２）の比（Ｌ２／Ｌ１）が、実質的にすべての断面について
、次式（１）又は（２）を満たすことを特徴とする光制御フィルムである（以下、凹凸パ
ターンの断面曲線の傾きについて、式（１）又は（２）の条件を条件３という）。
【００１３】
　θａｖｅ÷Ｌｒ≧２０　…（１）
【００１４】
　２５≦θａｖｅ×Ｌｒ≦６０　…（２）
【００１５】
　また本発明の光制御フィルムは、所定の屈折率ｎの材料からなる凹凸パターン層を有す
る光制御フィルムであって、前記凹凸パターンは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面
について、凹凸パターンによって画定される断面端部の曲線（以下、断面曲線という）の
、前記基準面に対する傾きの絶対値の平均（θａｖｅ（度））と、前記基準面と断面との
交差部によって画定される直線の長さ（Ｌ１）に対する前記断面曲線の長さ（Ｌ２）の比
（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１）とが、実質的にすべての断面について、次式（３）又は（４）を満
たすことを特徴とするものである（以下、凹凸パターンの断面曲線の傾きについて、式（
３）又は（４）の条件を条件４という）。
【００１６】
　θａｖｅ÷Ｌｒ×ｎ２　≧４０　…（３）
【００１７】
　５０≦θａｖｅ×Ｌｒ×ｎ２　≦１３５　…（４）
【００１８】
　本発明において、フィルムの基準面とは、フィルムを概略平面とみなしたときにその平
面を意味し、本発明の光制御フィルムの凹凸パターンが形成される面と反対側の面が平滑
面である場合にはその面を基準面とみなすことができる。また反対側の面が平滑でなく凹
凸面である場合には、その異なる２方向の中心線を含む面を基準面とみなすことができる
。
【００１９】
　このような基準面に対する断面曲線の傾きは、一般的には断面曲線をｙ＝ｆ（ｘ）で表
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したとき、ｆ（ｘ）をｘで微分したｆ’（ｘ）として求めることができ、その絶対値の平
均（Ｓａｖ）は、上記値を求める区間の長さをＬとすると、下記の式（５）で表すことが
できる。さらにこの傾きを角度表示した傾きの絶対値の平均（θａｖ）は、下記の式（６
）で表すことができる。
【００２０】
【数１】

【００２１】
【数２】

【００２２】
　しかし製品設計としてこのような関数を用いることは可能であるが、実際の製品につい
て断面曲線を一般的な関数で記述することは困難であり、また傾きの絶対値の平均を得る
ことも困難である。従って、本発明では次のようにして求めた値を、断面曲線の傾きの絶
対値として定義する。
【００２３】
　まず表面形状測定装置により、凹凸パターン面上の任意の点から任意の方向に断面曲線
を測定する。測定結果は断面方向に所定の間隔（Δｄ）の位置（ｄ１ｄ２、ｄ３・・・、
ｄｍ）で測定された表面の高さデータ（ｈ（ｄ１）、ｈ（ｄ２）、ｈ（ｄ３）・・・ｈ（
ｄｍ））により構成されている。例えば図２に示すような、縦軸を凹凸パターンの高さ、
横軸を断面曲線の方向とするグラフとして表現されるデータである。一つの間隔で区切ら
れた断面曲線の部分（例えば（ａ－ｂ）、（ｃ－ｄ））は、間隔が十分に短ければ直線と
みなすことができ、その傾きの絶対値θｉ（ｉ＝１，２，３・・・ｍ）（単位は「度」）
は次式（７）で表すことができる。
【００２４】
　θｉ＝ｔａｎ－１{[ｈ(ｄｉ　)－ｈ(ｄｉ－１　) ]／Δｄ}　…（７）
【００２５】
　所定間隔（Δｄ）で区切られた断面曲線の全ての部分について求めた上記傾きの平均を
傾きの絶対値の平均θａｖｅとする。この値は式（８）で表すことができる。
【００２６】
【数３】

【００２７】
　上述した間隔（Δｄ）の長さは、断面曲線に含まれる凹凸パターンの形状を十分正しく
反映できる程度の長さであり、具体的には１．０μｍ以下程度の間隔である。なお、凹凸
パターンを有するフィルムの断面形状を求める場合、その精度は表面形状測定装置により
異なる。本発明の光制御フィルムにおいて、条件１及び条件２は触針式の測定式による数
値に適用される。条件３及び条件４については２つの測定値を演算することによって測定
装置による影響が排除されると考えられるので、測定装置の如何に拘わらず適用される。
【００２８】
　このような凹凸パターンを有する本発明の光制御フィルムは、凹凸パターンと反対側か
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ら入射され、凹凸パターン側から出射する光のうち、正面、特に出射角０～３０度の範囲
の成分を増加することができ、プリズムシートと同等かそれ以上の正面輝度を達成するこ
とができる。しかも適度の光拡散性を備え、ぎらつきや干渉パターンを生じることがない
。
【００２９】
　また本発明の光制御フィルムは、その凹凸パターンが上述した条件１～４のいずれかを
満たすものであって、且つ前記光制御フィルムの基準面に平行な任意の方向を第１の方向
とし、前記光制御フィルムの基準面に平行で且つ前記第１の方向と直交する方向を第２の
方向としたとき、前記断面曲線の方向が前記第１の方向から前記第２の方向に向かうにつ
れて、前記θａｖｅの値が漸次増加するように、前記凹凸パターンが形成されていること
を特徴とするものである。
【００３０】
　この光制御フィルムは、バックライトの光源の長手方向と第１の方向が一致するように
バックライトに配置されたときに、バックライトの出射角依存性が光源に対する方向によ
って異なることを補正し、均一な輝度を達成することができる。
【００３１】
　また本発明の光制御フィルムは、その凹凸パターンが上述した条件１～４のいずれかを
満たすものであって、且つ断面曲線の基準面に対する傾きが、フィルムの一端側から他端
側に向かうにつれ漸増又は漸減することを特徴とするものである。
【００３２】
　この光制御フィルムは、バックライトの光源側をフィルムの一端側となるように配置さ
れたときに、光源の出射角依存性が光源からの距離によって異なることを補正し、均一な
輝度を達成することができる。
【００３３】
　本発明のバックライト装置は、上述した本発明の光制御フィルムを用いたものであり、
具体的には、少なくとも一端部に光源が配置され、前記一端部と略直交する面を光出射面
とする導光板と、前記導光板の光出射面に配置される光制御フィルムとを備えたバックラ
イト装置、或いは光制御フィルムと、光制御フィルムの光出射面側とは反対側に、光拡散
材、光源をこの順に備えたバックライト装置である。
【００３４】
　本発明によれば、正面輝度が高く、しかも適度の光拡散性を備えた光制御フィルムを提
供することができる。また本発明のバックライト装置は、このような光制御フィルムを使
用しているので、これと組み合わせる他の部材を極力少なくすることができ、バックライ
ト装置の厚みをより薄くすることができる。またフィルム間の接触による干渉パターンの
発生、傷の発生などを抑えることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
　図１は、本発明の光制御フィルムの凹凸パターンを説明する図、図２は、本発明の光制
御フィルムの断面曲線を説明する図、図３は、本発明の光制御フィルムの実施形態を示す
断面図、図４は、パターンによる出射角特性の違いをシミュレーションするのに用いた３
次元凸パターンの一例を示す図、図５は、３次元シミュレーションの結果を示す図、図６
は、３次元シミュレーションの結果を示す図、図７は、３次元シミュレーションの結果を
示す図、図８は、３次元シミュレーションの結果を示す図、図９は、バックライトの輝度
測定位置を示す図、図１０は、測定位置又は光源に対する出射角測定方向が異なる場合の
出射角分布を示す図で、（ａ）はフィルム中央で光源と平行な方向で測定した場合、（ｂ
）はフィルム中央で光源と直交する方向で測定した場合、（ｃ）は光源と直交する方向で
フィルム中央より光源に近い位置で測定した場合を示す。
　図１１は、出射角分布の光源からの距離依存性を補正する光制御フィルムの断面曲線を
説明する図、図１２は、出射角分布の光源からの距離依存性を補正する光制御フィルムの
断面曲線を説明する図、図１３は、本発明の光制御フィルムの凹凸パターンの一例を示す
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斜視図、図１４は、本発明のバックライト装置の一実施形態を示す図、図１５は、本発明
のバックライト装置の他の実施形態を示す図、図１６は、実施例の光制御フィルムの輝度
分布を示す図、図１７は、比較例の光制御フィルムの輝度分布を示す図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　以下、本発明の光制御フィルム及びバックライト装置について図面を参照して詳細に説
明する。尚、本発明の説明に用いる図面において、各要素のサイズ（厚み、幅、高さ等）
は説明のために必要に応じて拡大或いは縮小されたものであって、実際の光制御フィルム
及びバックライト装置の各要素のサイズを反映したものではない。
【００３７】
　図３（ａ）～図３（ｃ）は、本発明の光制御フィルム１０の実施形態を模式的に示す図
である。図示するように、本発明の光制御フィルム１０は、ほぼ平面状のフィルムの一方
の面に微細な凹凸からなる凹凸パターンが形成されたものであり、その凹凸パターンの形
状に特徴を有している。凹凸パターンは、（ａ）及び（ｂ）に示すように、基材１１とな
るフィルムの一方の面に形成された層１２に形成されていてもよいし、（ｃ）に示すよう
に、凹凸パターンが形成された層１２のみで光制御フィルムを構成してもよい。
【００３８】
　本発明の光制御フィルムは、凹凸パターンが形成された面と反対側の面から入射した光
が凹凸パターンから出射される際に、出射光のうち正面から所定の角度範囲内に向かう光
の成分がより多くなるように光の向きを制御し、これによって正面輝度を高めるとともに
ぎらつきを防止しうる拡散性を与えるものである。凹凸パターンが形成された面と反対側
の面は、典型的には平滑面であるが平滑面に限定されない。例えば、マット化されていた
り、所定のドットパターンなどが形成されていてもよい。
【００３９】
　次に上述した光の向きを制御するための凹凸パターンの条件について説明する。
【００４０】
　条件１及び条件２
　本発明者は、最初に所定長さの線分に対し複数の均一な凸パターンから構成される断面
曲線を想定し、パターン形状、高さ、入射光の入射角等を変えて、入射光と出射光との関
係をシミュレートし、最適な出射光を得られる条件を検討した。ここで、入射光及び出射
光としては、断面曲線が含まれる面内を断面曲線の一方の側から他方の側に進む光を想定
し、一方の側の屈折率を一般的なアクリル系樹脂の屈折率である１．５、他方を空気とし
て計算した。また入射光の光分布は、実際のバックライトの導光板から出射される光の分
布（導光板の中央を通り光源に直交する方向の光出射分布）と同じ分布を有するものとし
た。
【００４１】
　このようなシミュレーションの結果、断面曲線の線分に対する傾きの平均（θａｖｅ（
度））を２０度以上７５度以下とすることにより、正面方向から大きく傾いた光を効率的
に正面方向に立ち上げることができ、正面輝度を向上させることができることを見いだし
た。この傾きの平均（θａｖｅ（度））が好ましくは２５度以上、より好ましくは３０度
以上のとき、また好ましくは６０度以下、より好ましくは５０度以下のときに、特に優れ
た効果が得られる。
【００４２】
　このような条件は、実質的にすべての断面について満たす必要がある。「実質的にすべ
ての断面」とは、特定の光制御フィルムについて複数の断面について観察したときに、観
察した殆どの断面において満たしていればよいという意味であり、上記条件を満たさない
１、２の断面を含んでいる場合も含む意味である。例えば断面として光制御フィルムの端
部に断面をとった場合、凹凸パターン数が少ないため上記条件を満たさない場合もあり得
るが、比較的長い断面曲線について上記条件を満たしていれば本発明の条件を満たすもの
とする。
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【００４３】
　ところで本発明の凹凸パターンが満たすべき条件を見出すための上記シミュレーション
では、凸パターンの入射側が屈折率１．５の材質からなるものと仮定しているが、本発明
の光制御フィルムの凹凸パターンは、一般に光学フィルムに使用される材料を採用するこ
とができ、その屈折率は１．５に限定されない。屈折率ｎを考慮して一般化した場合、傾
きの平均（θａｖｅ（度））は、（７８－３４ｎ）度以上、（１１８－３４ｎ）度以下で
あるときに上記効果が得られる。
【００４４】
　このように凹凸パターンを構成する材料の屈折率を考慮して、凹凸パターンの形状を設
計することにより、より正面方向への輝度を向上することができる。
【００４５】
　条件３及び条件４
　条件３及び条件４は、３次元のシミュレーション結果に基づき導き出されたものである
。即ち、本発明者は、図４に示すような、ｘｙ平面を基準面とし、それと直交する面に描
出した任意の曲線４０１をｚ軸について回転した回転体からなる単一の凸パターンについ
て、パターン形状、高さ、入射光の入射角等を変えて、入射光と出射光との関係をシミュ
レートし、最適な出射光を得られる条件を検討した。そして、この凸パターンの底面から
、実際のバックライトの導光板から出射される光の分布と同じ分布を有する光が入射した
場合に凸パターン側から出射する光の分布（出射角特性）を計算により求めた。ここでも
凸パターン内部の屈折率ｎは、一般的なアクリル系樹脂の屈折率である１．５として計算
した。
【００４６】
　図５は、図４に示す形状の凸パターンについてシミュレーションした結果である出射光
分布５０１を表すグラフである。図中、点線は入射光分布５０２である。ここで、正面輝
度が良好で且つある程度の光散乱性を備えるためには、正面（０度）から±３０度の範囲
に出射される光の成分が多く、且つ正面（０度）から±３０度の範囲の出射光の均一度が
高いことが望ましい。
【００４７】
　次に複数の凸パターンが形成された凹凸面について、このような条件の出射光特性を得
るための条件を見出すために、上述した凸パターンが複数存在する系について、パターン
の形状及び高さを種々に変更したときの出射光分布の変化をシミュレートした。結果を図
６に示す。図中、横軸は複数の凸パターン全体としての曲線の傾きの平均値（θａｖｅ）
、縦軸は出射光エネルギーであり、第１のグループ６０１はｚ軸について６度の範囲内の
出射光（以下、出射光６という）、第２のグループ６０２はｚ軸について１８度の範囲に
含まれる出射光（以下、出射光１８という）、第３のグループ６０３はｚ軸について３０
度の範囲に含まれる出射光（以下、出射光３０という）である。
【００４８】
　このシミュレーションの結果から、傾きの平均値（θａｖｅ）が大きくなるにつれ、出
射光３０の割合が増加するが、ある程度まで大きくなると逆に減少する傾向が見られた。
そこで出射光３０との相関が得られる凹凸形状の総合的な指標を検討したところ、傾きの
平均値（θａｖｅ）と、曲線の長さ（Ｌ２）の、曲線４０１の底の長さ（Ｌ１）に対する
比（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１、以下、曲線長さ比という）との商或いは積を用いた場合に、出射
光３０との関連をもっともよく記述できることがわかった。
【００４９】
　図７及び図８は、シミュレーションの結果を示す図であり、図７は、傾きの平均値（θ
ａｖｅ）を曲線長さ比（Ｌｒ）で割った値を横軸にとったときの出射光エネルギーの変化
、図８は傾きの平均値（θａｖｅ）に曲線長さ比（Ｌｒ）を乗じた値を横軸にとったとき
の出射光エネルギーの変化を示している。
【００５０】
　これらシミュレーションの結果から、曲線の傾きの絶対値の平均値（θａｖｅ）を曲線
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長さ比（Ｌｒ）で除した値（商）が２０以上のとき、曲線の傾きの絶対値の平均値（θａ
ｖｅ）に曲線長さ比（Ｌｒ）を乗じた値（積）が２５以上６０以下のときに、出射角３０
度の範囲の出射光エネルギーが大幅に増加することがわかった。フィルム面に形成された
凹凸パターンは複数の凸パターンの集合と見なすことができるので、上記関係をフィルム
面に形成された凹凸パターンに適用することができ、次の条件（式（１）又は（２））を
満たすことにより、正面輝度が高くしかも適度の拡散性を有する光制御フィルムが構成さ
れることがわかる。
【００５１】
　θａｖｅ÷Ｌｒ≧２０　…（１）
【００５２】
　２５≦θａｖｅ×Ｌｒ≦６０　…（２）
【００５３】
　式中、θａｖｅは、フィルムの基準面に垂直な任意の断面について、凹凸パターンが画
定する断面曲線の基準面に対する傾きの絶対値の平均（以下、平均傾きという）、Ｌｒは
基準面と断面との交差部により画定される直線の長さ（Ｌ１）と断面曲線の長さ（Ｌ２）
との比（Ｌ２／Ｌ１）である。
【００５４】
　なお、式（１）の、平均値（θａｖｅ）を曲線長さ比（Ｌｒ）で除した値は、より好ま
しくは２５以上であり、式（２）の、平均値（θａｖｅ）と曲線長さ比（Ｌｒ）との積は
、より好ましくは下限が３５以上、上限が５０以下である。
【００５５】
　この条件３は、実質的にすべての断面について満たす必要がある。「実質的にすべての
断面」とは、特定の光制御フィルムについて複数の断面について観察したときに、観察し
た殆どの断面において満たしていればよいという意味であり、上記条件を満たさない１、
２の断面を含んでいる場合も含む意味である。例えば断面として光制御フィルムの端部に
断面をとった場合、凹凸パターン数が少ないため上記条件を満たさない場合もあり得るが
、比較的長い断面曲線について上記条件を満たしていれば本発明の条件を満たすものとす
る。
【００５６】
　また上記３次元シミュレーションでは、凸パターンが屈折率１．５の材質からなるもの
と仮定しているが、本発明の光制御フィルムの凹凸パターンは、一般に光学フィルムに使
用される材料を採用することができ、その屈折率は１．５に限定されない。屈折率ｎを考
慮して上記式（１）、（２）を一般化すると次のように表すことができる。
【００５７】
　θａｖｅ÷Ｌｒ×ｎ２　≧４０　…（３）
【００５８】
　５０≦θａｖｅ×Ｌｒ×ｎ２　≦１３５　…（４）
【００５９】
　なお、式（３）の値は、より好ましくは５０以上であり、式（４）の値は、より好まし
くは下限が７０以上、上限が１１５以下である。このように凹凸パターンを構成する材料
の屈折率を考慮して、凹凸パターンの形状を設計することにより、より正面方向への輝度
を向上することができる。
【００６０】
　本発明の光制御フィルムは、その凹凸パターンを上述した条件を満たすように設計する
ことにより、正面輝度が高く、ある程度の拡散性を有するものとすることができる。この
ような特性を有する本発明の光制御フィルムは、例えば、エッジライト型のバックライト
装置の導光板上に直接、或いは直下型のバックライト装置の光源上に光拡散板等を介して
配置され、その出射光の向きを制御するフィルムとして使用される。
【００６１】
　追加的条件
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　さらに本発明の光制御フィルムは、バックライト装置の光源の配置との関係を考慮して
凹凸パターンの平均傾き（θａｖｅ）を変化させることが好ましい。光源との関係は、細
長い光源をバックライトの一端或いは対向する両端に配置した場合において、その長手方
向に対する角度及び光源からの距離を考慮する必要がある。
【００６２】
　光源の長手方向との角度については、一般に、バックライトの輝度の出射角依存性を測
定した場合、殆どの測定点において測定方向が光源の長手方向に対して平行方向から垂直
方向に向かうにつれて、正面から大きく傾いた出射角の輝度が大きくなる傾向にある。例
えば図９に示すように、導光板９０の並行する２端部に光源９１、９２を配置したバック
ライトにおいて、その中央部Ｃ点において光源９１、９２の長手方向と平行な方向（図９
中、ｘ方向）に出射角の輝度を測定した場合は、図１０（ａ）に示すように広い出射角の
範囲で均一な輝度が得られるが、Ｃ点において光源９１、９２の長手方向と直交する方向
（図９中、ｙ方向）に出射角の輝度を測定した場合には、図１０（ｂ）に示すように大き
い出射角の輝度が大きくなる。このような傾向は、エッジライト型バックライトに顕著で
あるが、直下型のものでも、光拡散材の光源に対応する部分にドットパターンを設けた場
合等に見られる。
【００６３】
　このようなバックライトの出射角依存性の違いを補正するために、本発明の光制御フィ
ルムにおいて、断面曲線の平均傾きを、断面の方向が光源と平行な方向から垂直な方向に
向かうにつれて、大きくすることが好ましい。これにより、正面から大きく傾いた光をよ
り正面方向に立ち上げることができるようになり、正面輝度を高めることができる。
【００６４】
　このバックライトの出射角依存性の違いを補正するための条件（以下、条件５という）
は、フィルムの任意の点から任意の方向に想定した断面上の断面曲線について満たすこと
が好ましく、また断面の向きに関わらず、前述した条件１～４のいずれかを満たすことが
必要である。凹凸パターンが上記条件１～４のいずれかを満たし且つ、実質的に全ての断
面曲線で、断面曲線の平均傾きを、光源の長手方向に対する断面の角度に応じて漸増させ
るという条件５を満たすためには、例えば凹凸パターンを構成する単一の凸パターンがそ
れぞれ条件５を満たす形状とすればよい。即ち、例えば図４に示す凸パターンにおいて底
面に平行な断面の形状を真円ではなく、光源の長手方向と同一方向（例えばｘ軸方向）か
ら直交する方向（ｙ軸方向）に向かうにつれて径が短くなるような楕円形とすることによ
り、この凸パターンについて断面曲線の傾きが光源との関係で異方性を有するものとなる
。
【００６５】
　次に光源からの距離については、光源の向きに対し垂直方向（図９中、ｙ方向）の輝度
の出射角依存性を測定した場合には、測定点が光源に近づくにつれて正面から大きく傾い
た出射角の輝度が大きくなる傾向にある。例えば、図９に示す導光板９０の中心Ｃより一
方の光源９１に近いＦ点で測定した、光源９１に垂直方向の出射角の輝度は図１０（ｃ）
に示すようになる。このような光源からの距離に依存する出射角依存性を補正するために
は、凹凸パターンの傾斜面が光源側であるか光源と反対側かに応じて、傾斜を漸増又は漸
減する。即ち、傾斜が光源側の場合には、光源に近づくにつれ傾斜が大きくなるようにし
、傾斜が光源と反対側の場合には、光源に近づくにつれ傾斜が小さくなるようにする。光
源からの距離に対応した傾斜の変化は、凹凸パターンの隣り合う凸部同士全てが満たして
いる必要はなく、断面曲線を適当な間隔で分割したときに、それら分割された区間に含ま
れる凹凸パターンの傾斜の平均が上述した条件を満たしていればよい。この様子を図１１
及び図１２に示す。
【００６６】
　図１１は、片側（図中、左側）に光源が存在する場合を示したものであり、ここでは断
面曲線４０１を７つの区間に分けるとともに、光源側の傾斜αと光源と反対側の傾斜βを
点線で分けている。この断面曲線の各区間に含まれる凹凸パターンについて、光源側の傾
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斜αの傾きの絶対値の平均は、光源に近づくにつれ、すなわち区間７から区間１に進むに
したがって大きくなるようにし、光源と反対側の傾斜βの傾きの絶対値の平均は、逆に区
間７から区間１に進むにしたがって小さくなるようにする。このように光源からの距離に
応じて且つ光源側の傾斜か否かに応じて傾斜を変化させることにより、光源から近い点に
おいても正面方向に出射する光の割合を多くすることができ、結果として輝度を均一に近
づけることができる。
【００６７】
　図１２は、両側に光源が存在する場合を示したものであり、ここでも断面曲線４０１を
７つの区間に分けるとともに、左光源側の傾斜αと右光源側の傾斜βを点線で分けている
。この場合には、各区間に含まれる左光源側の傾斜αの傾きの絶対値の平均が、左光源か
らの距離が近づくにつれ、すなわち区間７から区間１に進むにしたがって大きくなるよう
にし、各区間に含まれる右光源側の傾斜βの傾きの絶対値の平均が、右光源からの距離が
近づくにつれ、すなわち区間１から区間７に進むにしたがって大きくなるようにする。こ
の場合にも光源に近づくにつれ、正面から大きく傾いた出射角の輝度が高くなる傾向を補
正し、正面輝度を向上し、均一に近づけることができる。
【００６８】
　以上、本発明の光制御フィルムの凹凸パターンについて、光源との関係で最適な輝度を
得るための条件を説明したが、この場合にも、実質的にすべての断面について、個々の断
面曲線が前述した条件１～４のいずれかを満たすことが必要である。
【００６９】
　本発明の光制御フィルムは、凹凸パターンの断面曲線が上述した条件を満たす限り、凸
部の形状や配置は特に限定されないが、凸部及び凹部がランダムに配置されていることが
好ましい。ランダムな配置とすることにより、実質的に全ての断面で上記条件を満たすこ
とが容易となり、また干渉パターンの発生を防止することができる。個々の凸部及び凹部
の形状は同一でもよいし異なっていてもよく、互いに重なるように配置しても、一部若し
くは全部の凸部及び凹部を重ねるように配置してもよい。凸部の高さ、凹部の深さは何れ
も３～１００μｍ程度、凸部又は凹部の配置密度は１０個～２０万個／ｍｍ２程度である
ことが好ましい。上記条件を満たす典型的な光制御フィルムの凹凸パターンを図１３に示
す。
【００７０】
　次に、上述した凹凸パターンを有する光制御フィルムを製造するための具体的構成につ
いて説明する。
【００７１】
　本発明の光制御フィルムの基材１１及び凹凸パターン層１２を構成する材料としては、
一般に光学フィルムに用いられる材料を用いることができる。具体的には、基材１１は、
光透過性が良好なものであれば特に制限されることなく、ポリエチレンテレフタレート、
ポリブチレンテレフタレート、ポリエチレンナフタレート、ポリカーボネート、ポリエチ
レン、ポリプロピレン、ポリスチレン、トリアセチルセルロース、アクリル、ポリ塩化ビ
ニルなどのプラスチックフィルムなどを使用することができる。
【００７２】
　凹凸パターン層１２を構成する材料としても、光透過性が良好なものであれば特に制限
されることなく、ガラス、高分子樹脂などを使用することができる。ガラスとしては、ケ
イ酸塩ガラス、リン酸塩ガラス、ホウ酸塩ガラスなどの酸化ガラスなどがあげられる。高
分子樹脂としては、ポリエステル系樹脂、アクリル系樹脂、アクリルウレタン系樹脂、ポ
リエステルアクリレート系樹脂、ポリウレタンアクリレート系樹脂、エポキシアクリレー
ト系樹脂、ウレタン系樹脂、エポキシ系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、セルロース系樹
脂、アセタール系樹脂、ビニル系樹脂、ポリエチレン系樹脂、ポリスチレン系樹脂、ポリ
プロピレン系樹脂、ポリアミド系樹脂、ポリイミド系樹脂、メラミン系樹脂、フェノール
系樹脂、シリコーン系樹脂、フッ素系樹脂などの熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂、電離放射
線硬化性樹脂などがあげられる。
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【００７３】
　これら材料のうち、加工性、取扱い性の観点から高分子樹脂が好適であり、特に屈折率
（ＪＩＳ－Ｋ７１４２：１９９６）が１．３～１．７程度のものを用いることが好ましい
。凹凸パターンを形成する材料として屈折率ｎが上記範囲以外のものを用いた場合でも、
凹凸パターンが条件１又は条件３を満たすことにより、良好な輝度が実現できるが、この
ような範囲のものを用いることにより高い輝度が得られる。特に、材料の屈折率に応じて
、凹凸パターンが条件２又は条件４を満たすようにすることにより、より一層正面輝度を
向上させることができる。
【００７４】
　凹凸パターン層１２には、一般的な光拡散性シートのように、有機ビーズや無機顔料な
どの光拡散剤を含有させてもよいが、必須ではない。本発明の光制御フィルムにおいては
、光拡散剤を含有させなくても凹凸パターン自体である程度の光拡散効果を発揮すること
ができる。したがって、光拡散剤を原因として他の部材を傷つけたり、光拡散剤が剥がれ
落ちてゴミが発生することもない。
【００７５】
　凹凸パターン層１２の形成方法としては、例えば、１）エンボスロールを用いた方法、
２）エッチング処理、３）型による成型を採用することができるが、再現性よく所定の凹
凸パターンを有する光制御フィルムを製造できる点で、型を使用して製造する方法が好ま
しい。具体的には、凹凸パターンと対称的な形状からなる型を作製し、当該型に高分子樹
脂などの凹凸パターンを構成する材料を流し込んで硬化させた後、型から取り出すことに
より製造することができる。基材を使用する場合には、型に高分子樹脂などを流し込み、
その上に透明基材を重ね合わせた後、高分子樹脂などを硬化させ、透明基材ごと型から取
り出すことにより製造することができる。
【００７６】
　型に凹凸パターンと対称的な形状を形成する方法としては、限定されないが、次のよう
な方法を採用することができる。レーザー微細加工技術により一つの凸部が式（１）を満
たす凹凸パターンを平板上に配置密度が例えば数千個／ｍｍ２となるように形成し、これ
を雄型として成型用の型（雌型）を作製する。また凹凸パターンの傾斜を異ならせた複数
種類のブロックを作製し、これらブロックを所定の配列で配列して１枚の光制御フィルム
用雄型とし、これを雄型として成型用の型（雌型）を作製する。或いは所定の粒子径の粒
子を分散させた樹脂を硬化して凹凸パターンを有する樹脂板を作製し、これら凹凸パター
ンの表面を表面測定装置で測定し、上記条件に合致する樹脂板を選択し、これを雄型とし
て成型用の型（雌型）を作製する。
【００７７】
　なお、光制御フィルムの凹凸パターンから形成される面とは反対側の面は平滑であって
もよいが、導光板や樹脂板と接する際にニュートンリングを生じさせないように微マット
処理を施したり、光透過率を向上させるため反射防止処理を施してもよい。また、良好な
正面輝度を得るため、光制御フィルムの光学特性として、ヘーズが６０％以上、好ましく
は７０％以上であることが望ましい。ここで、ヘーズとは、ＪＩＳ－Ｋ７１３６：２００
０におけるヘーズの値のことであり、ヘーズ（％）＝［（τ４／τ２）－τ３（τ２／τ

１）］×１００の式から求められる値である（τ１：入射光の光束、τ２：試験片を透過
した全光束、τ３：装置で拡散した光束、τ４：装置および試験片で拡散した光束）。
【００７８】
　光制御フィルム全体の厚みは特に制限されることはないが、通常２０～３００μｍ程度
である。以上説明した本発明の光制御フィルムは、主として、液晶ディスプレイ、電飾看
板などを構成するバックライトの一部品として用いられる。
【００７９】
　次に、本発明のバックライトについて説明する。本発明のバックライトは、少なくとも
光制御フィルムと、光源とから構成される。光制御フィルムとしては上述した光制御フィ
ルムを用いる。バックライト中における光制御フィルムの向きは特に制限されることはな
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いが、好ましくは凹凸パターン面を光出射面側となるようにして用いる。バックライトは
、いわゆるエッジライト型、直下型といわれる構成を採用することが好ましい。
【００８０】
　エッジライト型のバックライトは、導光板と、導光板の少なくとも一端に配置された光
源と、導光板の光出射面側に配置された光制御フィルムなどから構成される。ここで、光
制御フィルムは、凹凸パターン面を光出射面となるようにして用いることが好ましい。導
光板は、少なくとも一つの側面を光入射面とし、これと略直交する一方の面を光出射面と
するように成形された略平板状からなるものであり、主としてポリメチルメタクリレート
などの高透明な樹脂から選ばれるマトリックス樹脂からなる。必要に応じてマトリックス
樹脂と屈折率の異なる樹脂粒子が添加されていてもよい。導光板の各面は、一様な平面で
はなく複雑な表面形状をしているものでも、ドットパターンなどの拡散印刷が設けられて
いてもよい。
【００８１】
　光源は導光板の少なくとも一端に配置されるものであり、主として冷陰極管が使用され
る。光源の形状としては線状、Ｌ字状のものなどがあげられる。
【００８２】
　エッジライト型バックライトは、上述した光制御フィルム、導光板、光源のほかに、目
的に応じて反射板、偏光フィルム、電磁波シールドフィルムなどが備えられる。
【００８３】
　本発明のエッジライト型のバックライトの一実施形態を図１４に示す。このバックライ
ト１４０は、導光板１４１の両側に光源１４２を備えた構成を有し、導光板１４１の上側
に、凹凸パターンが外側となるように光制御フィルム１４３が載置されている。光源１４
２は光源からの光が効率よく導光板１４１に入射されるように、導光板１４１と対向する
部分を除き光源リフレクタ１４４で覆われている。また導光板１４１の下側には、シャー
シ１４５に収納された反射板１４６が備えられている。これによって導光板１４１の出射
側と反対側に出射された光を再度導光板１４１に戻し、導光板１４１の出射面からの出射
光を多くするようにしている。
【００８４】
　直下型のバックライトは、光制御フィルムと、光制御フィルムの光出射面とは反対側の
面に順に備えられた、光拡散材、光源などから構成される。ここで、光制御フィルムは、
凹凸パターン面を光出射面となるようにして用いることが好ましい。
【００８５】
　光拡散材は光源のパターンを消すためのものであり、乳白色の樹脂板、光源に対応する
部分にドットパターンを形成した透明フィルム（ライティングカーテン）の他、透明基材
上に凹凸の光拡散層を有するいわゆる光拡散フィルムなどを単独あるいは適宜組み合わせ
て使用することができる。
【００８６】
　光源は主として冷陰極管が使用される。光源の形状としては線状、Ｌ字状のものなどが
あげられる。直下型のバックライトは、上述した光制御フィルム、光拡散材、光源の他に
、目的に応じて、反射板、偏光フィルム、電磁波シールドフィルムなどを備えていてもよ
い。
【００８７】
　本発明の直下型のバックライトの一実施形態を図１５に示す。このバックライト１５０
は、図示するように、シャーシ１５５内に収納した反射板１５６の上に光源である光源１
５２を複数配置し、その上に光拡散材１５７を介して、光制御フィルム１５３が載置され
た構造を有している。
【００８８】
　本発明のバックライトは、光源或いは導光板から出射される光の向きを制御する光制御
フィルムとして、特定の凹凸パターンを有する光制御フィルムを用いたことにより、従来
のバックライトに比べ正面輝度を大幅に向上することができ、しかもプリズムシートを用
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いた場合のようなぎらつきの問題や干渉パターンの発生がない。
【実施例】
【００８９】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【００９０】
［実施例１～５］
　レーザー微細加工技術により所定の凹凸パターンを形成した５種類の型（１）～（５）
を作製し、（１）の型には屈折率１．４０のシリコーン樹脂、（２）～（５）の型には屈
折率１．５０の紫外線硬化型樹脂を流し込んだ。次いで、流し込んだ樹脂を硬化させた後
、型から取り出して、２３ｃｍ（光源と垂直方向）×３１ｃｍ（光源と平行方向）の光制
御フィルム（１）～（５）を得た。
【００９１】
　次いで、表面形状測定装置（ＳＡＳ－２０１０ ＳＡＵ－ＩＩ：明伸工機社）により光
制御フィルム（１）～（５）の凹凸パターン面（光出射面）の表面形状をＪＩＳ　Ｂ　０
６５１に従い測定した。この表面形状測定装置の触針の形状は、球状先端をもつ円すい形
で、先端の半径２μｍ、円すいのテーパ角度６０度である。測定間隔は１．０μｍとした
。測定は、各光制御フィルム上の５つの位置で、それぞれ異なる方向の断面曲線ごとに光
入射面に対する傾きの絶対値の平均を算出した。フィルム上の５つの位置は、図９に示す
ように、光制御フィルム上の２本の仮想対角線を４等分した場合の分割点（対角線の始点
及び終点を除いた５点）Ａ～Ｅである。また、断面曲線の方向は、光源９１、９２と平行
方向を始点（０度）とし、再度光源と平行方向になるまで、反時計回りに１５度ごとに測
定を行った（但し、１８０度に関しては０度と同一の測定ラインとなるため省略）。光制
御フィルム（１）～（５）について得られた結果を順に表１～５に示す（単位は「度」）
。
【００９２】
【表１】

【００９３】
【表２】
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【００９４】
【表３】

【００９５】
【表４】

【００９６】
【表５】
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【００９７】
　表１～５からわかるように、実施例の光制御フィルムは、全ての測定点の全ての方向の
断面曲線において傾きの絶対値の平均が２０度以上７５度以下である。また、表１～３か
ら明らかなように、光制御フィルム（１）～（３）は、断面曲線の方向が光源の向きに対
して平行方向（０度、１８０度）から垂直方向（９０度）に向かうにつれて、傾きの絶対
値の平均が大きくなっている。
【００９８】
　次いで、光制御フィルム（１）～（５）のＡ、Ｃ、Ｅ点におけるバックライトの光源（
冷陰極管）と垂直方向（図９中のｙ方向）の断面曲線をそれぞれ７等分し、各断面曲線に
ついて、断面曲線の光源側の傾斜面、および光源と反対側の傾斜面の、光入射面に対する
傾きの絶対値の平均を分割した間隔ごとに算出した。光制御フィルム（１）～（５）につ
いて得られた結果を順に表６～１０に示す（単位は「度」）。なお、測定結果は光源９１
を基準にした場合と光源９２を基準にした場合とで分け、分割した区間は、光源９１から
光源９２に向かうにつれ、区間１→区間７とした。
【００９９】
【表６】

【０１００】
【表７】
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【０１０１】
【表８】

【０１０２】
【表９】
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【０１０３】
【表１０】

【０１０４】
　表６、７から明らかなように、光制御フィルム（１）、（２）は、光源９１（図９）を
基準とした場合には、区間７から区間１に向かうにつれて、光源９１側の傾斜面の傾きの
絶対値の平均が大きくなり、光源９２を基準とした場合には、区間１から区間７に向かう
につれて、光源９２側の傾斜面の傾きの絶対値の平均が大きくなっている。
【０１０５】
　また実施例１～５の各光制御フィルムをヘーズメータ（ＨＧＭ－２Ｋ：スガ試験機社）
で測定した結果、光制御フィルム（１）は９１．３、光制御フィルム（２）は９０．８、
光制御フィルム（３）は９０．１、光制御フィルム（４）は８５．３、光制御フィルム（
５）は８２．１であり、いずれも良好な正面輝度を得るため必要な光学特性を満たしてい
た。
【０１０６】
　次に、光制御フィルム（１）～（５）を１５インチエッジライト型バックライト（冷陰
極管上下各１灯）に組み込み、正面輝度を測定した。即ち、光制御フィルム（１）～（５
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）の凹凸パターン面が光出射面となるようにして導光板上に設置し、バックライト上のＡ
～Ｅ点（図９参照）における光源（冷陰極管）と平行方向（図９のｘ方向）と垂直方向（
図９のｙ方向）における出射角度ごとの輝度を測定した（１インチ＝２．５４ｃｍ）。光
制御フィルム（１）～（５）について得られた結果を順に表１１～１５に示す（単位は「
ｃｄ／ｍ２　」）。
【０１０７】
【表１１】

【０１０８】
【表１２】

【０１０９】
【表１３】

【０１１０】
【表１４】
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【０１１１】
【表１５】

【０１１２】
　これらの結果から、本実施例の光制御フィルムは、バックライトに１枚組み込んだのみ
で良好な正面輝度が得られることがわかる。特に光制御フィルム（１）～（３）では、断
面曲線の方向が光源の向きに対して平行方向（０度、１８０度）から垂直方向（９０度）
に向かうにつれて、傾きの絶対値の平均が大きくなっているので、それらを組み込んだバ
ックライトは、光源と垂直方向における正面（０度）から大きく傾いた光を効率的に正面
方向に向けることができ、良好な正面輝度を得ることができた。即ち、表１１～１３の数
値と表１４、１５の数値を比べると、前者では正面輝度が高く、垂直方向における上下３
０度、上下４５度における輝度の値が正面方向（０度）の輝度の値より十分小さい割合に
なっており、光が効率的に正面方向に向けられていることが分かる。
【０１１３】
　また光源からの距離が近づくにつれ光源側の傾斜面の傾きの絶対値の平均が大きくなっ
ている光制御フィルム（１）、（２）では、フィルム中心（Ｃ点）より光源の位置に近い
Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ点においても、光源と垂直方向における正面（０度）から大きく傾いた光
を効率的に正面方向に向けることができ、良好な正面輝度を得ることができるものであっ
た（表１１、１２）。即ち、表１１、１２の数値と表１３～１５の数値を比較すると、前
者ではＣ点とＡ、Ｂ、Ｄ、Ｅ点との正面輝度の差が小さく、また、Ａ、Ｂ、Ｄ、Ｅ点の垂
直方向においては、上３０度と下３０度の輝度の差及び上４５度と下４５度の輝度の差が
小さく、かつ正面方向（０度）の輝度の値より十分小さい割合になっている。このことか
ら、出射光の位置による片寄りの影響を少なくし、光が効率的に正面方向に向けられてい
ることが分かる。
【０１１４】
［実施例６～８］
　レーザー微細加工技術により所定の凹凸パターンを形成した３種類の型（６）～（８）
を作製し、そのうち二つの型（６）及び（７）には屈折率１．５０の紫外線硬化型樹脂を
、一つの型（８）には屈折率１．４０のシリコーン樹脂を流し込んだ。次いで、流し込ん
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だ樹脂を硬化させた後、型から取り出して、２３ｃｍ×３１ｃｍの光制御フィルム（６）
～（８）を得た。
【０１１５】
　次いで、レーザー顕微鏡（ＶＫ－８５００：キーエンス社）により光制御フィルム（６
）～（８）の凹凸パターン面（光出射面）を５０倍の対物レンズを使用して測定した。測
定間隔は０．２９μｍとした。得られた測定断面曲線にカットオフ値２．５μｍの低域フ
ィルタを適用して断面曲線を求め、この断面曲線の光入射面に対する傾きの絶対値の平均
（θａｖｅ）を算出した。測定は、実施例１～５と同様に各光制御フィルム上の５つの位
置で、それぞれ異なる方向の断面曲線ごとに光入射面に対する傾きの絶対値の平均を算出
した。また各断面曲線の長さ（Ｌ２）を測定し、その断面の底辺の長さ（Ｌ１）に対する
比（Ｌｒ＝Ｌ２／Ｌ１）を算出し、傾きの絶対値の平均（θａｖｅ）と長さ比（Ｌｒ）と
の積又は商を求めた。
【０１１６】
　各光制御フィルム（６）～（８）についてＡ～Ｅの５点で得られた結果を順に表１６～
１８に示す。またＡ～Ｅ５点の全ての結果（θａｖｅ、Ｌｒ、θａｖｅ／Ｌｒ、θａｖｅ
×Ｌｒ）を平均したものを表１９に示す。
【０１１７】
　また実施例６～８の各光制御フィルムをヘーズメータ（ＨＧＭ－２Ｋ：スガ試験機社）
で測定した結果を合わせて表１９に示す。
【０１１８】
【表１６】



(23) JP 4440788 B2 2010.3.24

10

20

30

40

【０１１９】
【表１７】
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【０１２０】
【表１８】
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【０１２１】
【表１９】

【０１２２】
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　表１６～表１８に示すように、光制御フィルム（６）～（８）では、測定した全ての点
で且つ全ての方向で、傾きの絶対値の平均及び長さ比の変動が少なく、フィルム全体とし
て均一な凹凸特性を有していた。また全ての実施例で８０％以上のヘーズが得られた。
【０１２３】
　次に光制御フィルム（６）～（８）を図１４に示すようなエッジライト型バックライト
に組み込み、水平方向±４５°、垂直方向±４５°の輝度分布（出射角分布）を測定した
。表面形状の測定位置に対応する５つの位置Ａ～Ｅで測定した結果を表２０～表２２に示
す。なお、表中の数値（輝度）の単位は「ｃｄ／ｍ２　」である。また実施例１のバック
ライトの位置Ｃにおける左右方向及び上下方向の輝度分布を図１６に示す。
【０１２４】
【表２０】

【０１２５】
【表２１】

【０１２６】
【表２２】

【０１２７】
　図１６に示す結果からもわかるように、本実施例の光制御フィルムは、４０度以内の輝
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度が高く、正面方向に対しプリズムシートと同等かそれ以上の高い出射光が得られること
が示された。
【０１２８】
［比較例１～４］
　市販のプリズムシート（比較例１）及び光拡散性シート（比較例２～比較例４）につい
て、実施例１～５と同様にフィルムの５点Ａ～Ｅで凹凸パターン面（光出射面）の表面形
状を測定し、断面曲線の傾きの絶対値の平均（θａｖｅ）を求めた。比較例１～４の各光
制御フィルムについてＡ～Ｅの５点で得られた結果を順に表２３～表２６に示す。
【０１２９】
【表２３】
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【０１３０】
【表２４】

【０１３１】
【表２５】
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【表２６】
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【０１３３】
　表２３～２６からわかるように、比較例のものは、全ての測定点の全ての方向、あるい
は全ての測定点の一部の方向において、傾きの絶対値の平均が２０度以上７５度以下にな
らないものである。
【０１３４】
　次いで、比較例１～４の光制御フィルムを実施例１～３と同様に、１５インチエッジラ
イト型バックライト（冷陰極管上下各１灯）に組み込み、プリズム面或いは凹凸パターン
面が光出射面となるようにして導光板上に設置し、水平方向±４５°、垂直方向±４５°
の輝度分布（出射角分布）を測定した。実施例１と同様に５つの位置Ａ～Ｅで測定した結
果を表２７～表３０に示す。またＡ～Ｅ５点の全ての結果（θａｖｅ、Ｌｒ、θａｖｅ／
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）で測定したヘーズ値と併せて表３１に示す。なお、表中の数値（輝度）の単位は「ｃｄ
／ｍ２　」である。また比較例１のバックライトの位置Ｃにおける左右方向及び上下方向
の輝度分布を図１７に示す。
【０１３５】
【表２７】

【０１３６】
【表２８】

【０１３７】
【表２９】

【０１３８】
【表３０】
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【０１３９】
【表３１】

【０１４０】
　表２８～表３０の結果からもわかるように、従来の光拡散シートをバックライトに組み
込んだ場合には、実施例のもの（表１１～表１５及び表２０～表２２）に比べ、良好な正
面輝度を得ることはできなかった。
【０１４１】
　また表２７の結果からわかるように、プリズムシートが凹凸の配向に起因して方向によ
り輝度変化が大きいのに対し、本実施例のものは、輝度が比較的均一に分布し適度の光拡
散性を備えていることが示された。さらに図１６及び図１７に示す結果からもわかるよう
に、本実施例の光制御フィルムは、４０度以内の輝度が高く、正面方向に対しプリズムシ
ートと同等かそれ以上の高い出射光が得られることが示された。
【０１４２】
　なお、比較例で用意したプリズムシートおよび光拡散性を適宜複数枚組み合わせてバッ
クライトに組み込むことにより、実施例と同等の正面輝度が得られることがあるが、当然
、バックライトの厚みが増してしまい、また、コストも増加する。
【０１４３】
　以上の実施例からも明らかなように、本発明によれば、光制御フィルムの凹凸パターン
の傾きと形状が特定の関係を満たすようにしたことにより、正面輝度に優れ、適度の光拡
散性を備えた光制御フィルムを提供することができる。またこのような光制御フィルムを
バックライトに組み込むことにより、少ない数の光学フィルムで正面輝度が高く、ぎらつ
きや干渉パターンの発生のないバックライトを提供することができる。
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